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中山間地域における公営住宅の多面的な取り組み

岩手県住田町役場 建設課 技師　田　畑　　耕 太 郎

特　集 9

■公営住宅の多様な役割

　本稿で取り上げる岩手県気仙郡・住田町は、

人口6,000人を割る小規模自治体である。町内

には不動産業者が存在せず、民間賃貸住宅の物

件数も極端に少ない。また、土地も一般市場に

流通しておらず、あくまで個人間のやりとりに

依拠していることから、住まいにまつわる様々

な情報に対して極めてアクセスがし辛い状況に

ある。従って、居住者に与えられる住環境の選

択肢はごく限られたものとなっており、特にパ

ブリック・セクターである町が供給する住宅ス

トックへの依存度は非常に高い。全世帯数に対

する公営住宅の割合は概ね 1 割弱を占めてお

り、また入居率は常に100％という状況が途切

れることなく続いている。こうした中山間地域

特有の背景からか、町が整備する公営住宅の果

たすべき役割は、自ずと多様化を迫られてきた。

すなわち、低額所得者を対象としたセーフティ

ネットという元来的な機能はもとより、本来で

あれば民間市場に期待すべき役割をも公営住宅

が担わざるを得ない状況にある、という具合で

ある。

　本稿では、住田町が行ってきた住宅整備の経

緯を辿り、現在の状況を俯瞰することで、先に

述べたような中山間地域特有の傾向と課題を抽

出する。併せて、こうした課題を解決するた

め、現在住田町で試みられている取り組みを紹

介し、今後の展望としたい。冒頭で述べたとお

り、住田町は人口6,000人足らずの小規模自治

体である。しかし、県内外を問わず、他市町村

での状況を見聞きするにつけ、同じような悩み

や困りごとを抱える自治体は決して少なくない

ように感じる。であるならば、「過疎化の進む

中山間地域における住政策の定石」らしきを解

き明かす試みに、一定の意義を見出すことがで

きるのではないだろうか。あるいは、ここで紹

介するのは、首都圏や地方の中核都市が今後直

面するであろう課題でもある。未来の日本の縮

図とも言える小規模自治体の現状から、成熟社

会を生きる知恵と技術を探るとともに、公営住

宅の多面的な展開について幾許かの可能性を与

えられれば幸いである。

■住田町の概要

　住田町は、総面積334.84㎡、人口5,572人、

世帯数2,174世帯（平成30年 5 月末現在）、岩手

県南部の山間部に位置する町である（図− 1 ）。

平坦地は極めて少なく、町北東部から西部にか

　図− 1　
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けて蛇行し南下する気仙川、及びその支流沿い

に集落と農耕地が集中している。砂金集落とし

て栄えたのち、江戸期以降は内陸と沿岸を結ぶ

交通の要衝として発展した。中心市街地は現在

も宿場町の面影を残しており、往時の姿を偲ぶ

ことができる（写真− 1 ）。また、町の総面積

のおよそ90％が森林であることから、これらの

資源を活かした産業や技術が発展した。豊富な

森林資源と水資源を活かし、製鉄に取り組まれ

てきた歴史もあるほか、高度な大工技術を持つ

職人集団である「気仙大工」発祥の地としても

知られる。平成以降は「森林・林業日本一のま

ちづくり」をスローガンに掲げ、伐採から製

材、販売ルートの確保、その後の植林や森林保

全、後継者の育成といった、林業にまつわる川

上から川下までを町内で循環させる「住田型森

林業システム」の構築が目指された。その根幹

を成すのが 3 つの木材加工施設からなる木工団

地であり、平成 5 年にはプレカット工場が、続

く平成10年には集成材工場が、同14年には集成

材のラミナを提供する製材工場が順次建設され

ている。住宅用の中小断面集成材が主製品では

あるものの、これらは公共施設の整備にも生か

されており、平成26年度の役場庁舎に続き、同

29年度には消防署庁舎が木造で建設された。町

内の公共施設群は次々と耐用年数を迎えつつあ

るが、町では今後こうした施設を徐々に集約

し、これらを可能な限り木造で再整備すること

で、「木質の中心市街地」を形成していくこと

としている（写真− 2 ）。また、平成23年の東

日本大震災においては、町として特段の被害は

受けなかったものの、近隣自治体である陸前高

田市や大船渡市、釜石市が甚大な被害を受けた

ことから、町の単独予算 3 億円を投じ、木造の

　写真− 2　

　写真− 1　 　写真− ３　
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仮設住宅が建設された（写真− 3 ）。発災直後

に専決処分をもって建設を決定、木工団地の生

産能力をフルに活用し、延べ 3 団地93戸の仮設

住宅がおよそ 2 カ月という短期間で整備されて

いる。

■公営住宅の整備過程

　表− 1 は、町内の公営住宅を、整備時期と事

業のタイプで分類したものである。分類Ａは、

既に耐用年数を超過しており、これ以上の長寿

命化は望めないであろう住宅27戸である。いず

れも公営住宅法に基づき整備された平屋建ての

住宅であり、「一般住宅」に分類されるもので

あるが、中には築60年を超える住宅もあること

から（写真− 4 ）、住み替えの推進、及び住み

替え先となる受け皿の整備が急務であると言え

る。長期間にわたり入居している居住者が多く、

また、十分な支払能力を持たないケースも多々

あるため、住環境のスムーズな移行や、住み替

えに伴う家賃の減免など、ハードとソフト両面

からのケアが求められる。

■木造戸建ての公営住宅

　分類Ｂは、町が保有する住宅ストックの大半

を占めるカテゴリである。平成 6 年、建設省は

全国の地方公共団体に対し、自治体独自の政策

課題に対応した住宅マスタープランの策定を通

達した注1）。こうした流れを受けてか、平成 8

年 3 月、本町でも「住田町住宅マスタープラン」

が策定されている。折しも当時は「地域に根ざ

した住まい・まちづくり」が全国的に推し進め

られており、そうした時代背景を受けてか、こ

の時期に整備された町営住宅もその色合いが強

い（写真− 5 ）。建設年度は前述の木工団地の

分類 整備時期 規模 ① 一般住宅
② 特定公共
　 賃貸住宅

③ 定住促進住宅 ④ 地域優良
　 賃貸住宅

計（戸）
世帯用 単身用

A Ｓ31～63 平　屋 27 ― ― ― ― 27

Ｂ Ｈ 1 ～19
平　屋 79 ― 5 15 ―

145
2 　階 27 9 2 8 ―

Ｃ Ｈ23～27
平　屋 ― ― ― ― 6

16
2 　階 ― ― ― 10 ―

計（戸） 133 9 7 33 6 188

　写真− 4　 　写真− 5　

　表− 1　



44　住宅　2018. 7

整備と概ね時期を同じくしており、地場の産業

や素材を活かした公営住宅の整備が目されて

いたものと考えられる。在来軸組構法による

2LDK～4LDK の木造戸建てを基本としながら、

平屋建てが84戸、 2 階建てが38戸、延べ 6 団地

122戸の世帯向け住宅が、 3 つの事業タイプを

用いて建設された（平成元年～同19年）。公営

住宅法に基づく①「一般住宅」、特定優良賃貸

住宅法に基づき、入居条件となる所得月額の上

限を引き上げた②「特定公共賃貸住宅」、そし

て、国庫補助を使用せず、町単独の予算が用い

られた③「定住促進住宅」である。中でも「定

住促進住宅」は、公営住宅法の埒外にあり、町

の裁量で運用が可能であることから、移住世帯

や単身者向けの住戸が整備され、町内における

公営住宅の多様な側面の一端を担うこととなっ

た。また、ここで得られた最大の成果は、上記

の通り目的や根拠法令、入居者層に様々なバリ

エーションを与えつつも、「漆喰の真壁と下見

板の腰壁に瓦葺きの屋根」という意匠が徹底さ

れ、統一感ある表情を持つ住宅地が整備された

点にあるだろう（写真− 6 ）。一方で、いかに

もニュータウン然とした機械的な配置計画に若

干の違和感が残ることも確かであるし、伝統的

な構法を採用したが故に、決して少なくない額

の維持管理コストを投じているのも事実であ

る。当時の施工監理上の問題からか、梅雨時に

なると雨漏りが頻発し、また断熱性能も決して

高いとは言えず、これが快適な住環境かと問わ

れれば、いささかの疑問が残る。今後は性能向

上や修繕方法の検証を行い、これらの住宅スト

ックを長期的に維持管理していくための検討が

望まれる。

■東日本大震災以降の動き

　分類Ｃは、東日本大震災を受けて建設された

公営住宅である。他県からの応援職員等、単身

世帯のニーズを見込み、平成23年には木造 2 階

建ての集合住宅が整備されたほか、平成25、27

年には④「地域優良賃貸住宅」が 6 戸建設され

ている。また、木造の仮設住宅が建設された経

緯は前述の通りであるが、震災から 7 年半が経

過し、当初は 3 団地93世帯であった仮設住宅は、

現在 2 団地22世帯まで規模を縮小している。こ

れら22世帯すべてが陸前高田市からの避難者で

あり、同市における造成工事の完了を待ってい

る状況であるが、うち10世帯は様々な事情から

今後の居住先の見通しがついていない。中には

現在子育て中であり、義務教育期間中は町内に

留まりたいという世帯や、そもそも陸前高田市

に戻る気はないとする世帯も存在するため、恒

久的な居住先を町側で用意しなければならなく

なる可能性もある。しかしその一方で、冒頭で

も述べた通り、公営住宅や民間の賃貸住宅の競

争率は非常に高く、そうした世帯を受け入れる

だけの余裕がない。またこうした被災世帯に限

らず、町外からの移住希望者も存在はするのだ

が、上記の理由から移住を断念させざるを得ず、

人口増の貴重な機会をみすみす逃している状況

にある。

　写真− 6　
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■住環境をめぐる課題

　本町の人口は、昭和30年の町村合併時におけ

る13,121人をピークに減少を続けており、以降

60年間で半数以下にまで減少した。高齢化の進

行も著しく、老年人口割合は42.8％と、全国及

び県内平均を大きく上回っている。こうした状

況からすると、人口の減少とともに住宅ストッ

クに余裕が出てきてもよさそうなものなのだ

が、その実態は必ずしも単純ではない。

　図− 2 は、町の中心地域である世田米地区に

おいて、世帯向け公営住宅 7 団地103戸を対象

に入居者の分類を行ったものである。各世帯の

定義は図中に示した通りだが、大きくは「子育

て期」、「子育て終了期」、「老年期」の 3 つに分

類した。中でも特徴的なのは、老年期に属する

世帯が占める割合の高さである。当初は核家

族として入居した世帯が、子世代の進学や就

職、あるいは離婚や死別を経て、時間とともに

構成員が減少し、結果、 2 階建て4LDK の住宅

に後期高齢者がひとりで住んでいる、というよ

うな状況に至っている。当然、居住の権利は侵

し得るものではないが、居住空間と世帯構成の

あいだにミスマッチが起きているのも確かであ

り、仮に、こうした単身高齢者を受け入れる適

当な住環境が用意できれば、前述の「 2 階建て

4LDK の住宅」に余裕が生まれ、新たな若年世

帯を受け入れることができるようになるだろ

う。

　また、「子育て世帯」や「子育て終了世帯」

が収入超過に近づいているのも大きな課題であ

る。収入超過者は一定期間後に入居資格を失う

ため、そうした世帯を次のステージに移行させ

る…つまり、自力で家を建てるなり、グレード

の高い賃貸住宅に転居するなり、徐々に住まい

をステップアップさせていくのが本来の理想的

なスキームである。しかし、町内に不動産業者

が存在しないために、こうした中間所得者層の

ニーズに応えることができておらず、現状では

みなし特公賃制度を利用し、家賃の上限額を引

き上げることによって入居者を町内に引き留め

ている状況にある。つまり、町営住宅という箱

はそのままに、運用する制度を変えて居住者の

流出を食い止めているという構図であるが、こ

うした運用にも限界があろう。何にせよ最も憂

慮すべきは、こうした中間所得者層が、土地や

民間賃貸住宅を求めて町外に流出してしまうリ

スクにある。

　先述の単身高齢者にしろ、こうした中堅所得

者層にしろ、どうやら問題の根幹は、入居者の

ライフステージに見合った適当な住環境が存在

　図− 2　
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しないことにありそうである。特にも町が整備

する住宅ストックに関しては、入居者の属性に

偏りが生じ、ある層の肥大化を招いた結果、住

まいの循環サイクルが停滞してしまっていると

言える。

■夏山冬里の暮らし

　その一方で、住まいの循環を促し、ライフス

テージに見合った住環境を提供しようとする取

り組みも見受けられる。図− 3 に、「住田町高

齢者生活福祉センター」と「アンルス通所介護

事業所」の合築施設の平面図を示した（写真−

7 ）。平成 8 年に町の予算で建設されており、

その後は住田町社会福祉協議会が町の指定管理

を受けて運営を行っているが、ここでは「夏山

冬里」とでも言うべき暮らしが実践されてい

る。建設当時、上下水道が整備されておらず、

かつ除雪もままならないような山奥で暮らす高

齢者の越冬が不安視されており、こうした世帯

を受け入れられる施設を国庫補助で建てられな

いか、という狙いのもと、施設の整備が検討さ

れた。上記の高齢者生活福祉センターは「生活

支援ハウス」とも呼ばれる老人福祉施設の一種

であり、旧厚生省老人保健福祉局長通知注2）に

よれば、「独立して生活することに不安のある

60歳以上の一人暮らしの方や、夫婦の世帯が利

用できる施設」として位置づけられている。基

本的な実施要領は上記の通知で定められている

ものの、運営上の細目は個々の自治体に委ねら

れていることから、当初想定された「夏山冬里」

的な運用方法にも合致させることが可能であっ

た。各部屋には世帯人数に応じた広さの居室と、

キッチン、トイレ、洗面台が設けられており、

単身者用（ 6 畳）が 6 部屋、夫婦世帯用（10畳）

が 2 部屋備えられているほか、共用部分で入浴

や洗濯を行うこともできる。現在は11月から 4

月までの冬期間限定で施設を開放しているが、

国庫補助金上の耐用年数経過後はこれを普通財

産とし、より柔軟な運用方法を模索していく可

能性も検討されているとのことである。

■仮設住宅の跡地利用

　これまでに述べてきた住環境をめぐる課題を

踏まえ、平成29年10月、東京大学大学院と協働

し、大学院生向けの設計課題を実施した。63戸

の木造仮設が建つ仮設住宅中上団地を対象と

し（写真− 8 ）、「仮設住宅をリユースした高齢

者の住まいの提案」を課題のテーマとした。先

述の高齢者生活福祉センターのごとく、町内に

複数の居住拠点を設けた上で、高齢者を徐々に

集約していく、という試みである。対象敷地は

震災前に閉校した小学校のグラウンド跡地であ

　図− ３　

　写真− ７　
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り、地域住民にとっても思い入れの深い、いわ

ば「コミュニティの紐帯」を担保しているよう

な空間でもあった。出題者の意図としては、敷

地が有するそうした潜在的な能力と、戸建ての

木造仮設住宅という物理的なストックが、前述

の居住拠点を形成する上でうまく嚙み合うので

はないか、という見立てであった。最終成果物

は地域住民の集まる新年会でお披露目を行い、

概ね好意的に捉えられている。チーム毎に 5 つ

の提案がなされたが、そのいずれもが高齢者に

まつわる問題のみならず、徐々に失われつつあ

る農村の風景や過疎化、あるいは衰退する地域

産業などにフォーカスしており、複雑・多様化

する中山間地域の課題に対し、多くの意欲的な

提案がなされた。

■今後の展望

　今や全国の自治体が生き残りを賭け、人口の

争奪戦を繰り広げている。そうした戦いを生き

抜くためには、「人を増やす」戦略も当然必要

ではあるのだが、その一方で、「人が減っても

暮らしが成り立つ」しくみが培われるべきでは

ないかと感じている。公的な投資には、当然な

がら「居住」という前提が伴う。人が住まなけ

れば橋をかける必要もないし、道路の維持も、

　写真− 8　

注

1）　通達とは、平成六年七月二五日建設省住政発第三六

号「住宅マスタープランの策定について」である。

2）　通知とは、平成一二年九月二七日 厚生省老発第

六五五号「高齢者福祉センター運営事業の実施につ

いて」である。
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除雪をする必要もない。あるいは，「公営住宅」

というハードを、ある地域からある地域へと人

口を誘導し貼り付けていくための道具、と見立

てることもできよう。人口と税収の減少に伴い、

公的サービスは年々縮小を余儀なくされている

が、こと中山間地域においては、公営住宅の再

配置を戦略的に行うことで、道路や水道、除雪、

訪問看護等のサービスを効率化していく可能性

を検討すべきではないだろうか。

　一方で人が増えれば、当然他方で人は減る。

望むと望まざるに関わらず、小さな自治体は常

にこうした最前線に立たされているとも言える

し、故にまちをたたんでいくための技術に日々

磨きをかけ、そうした知恵を着々と蓄えつつあ

る。その過程において、公営住宅は必ずや有用

なツールになり得るであろうし、そこに多様な

意味を見出す試みは、今後ますます重要となろ

う。


